
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1313回 （本年度 42回） 

平成 27年 5月 28 日（木）  
 

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   若 狭  滋 則 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」「こいのぼり」 

会員出席報告 戸 張  裕 康 出席副委員長 

本日の欠席者：古越会員、松川会員、都倉会員 
 

お客様紹介 小 林 正 樹 会 長  

峯尾 重弘様(横浜日吉 RC) 

小林 敏伸様(川崎中 RC) 

宇田 章二様(川崎中 RC) 
 
本日のミニ情報 職業奉仕と二つの標語 

職業奉仕とは、職業を通じて社会に貢献すること

と言われていますが、これはドナルド・カーターが

自分の生きる証について述べたもので、職業奉仕に

ついて述べたものではありません。しかもここで言

う社会は community のことで、それは当時、エリア

を共有する仲間の集まりと言う意味でした。 

職業奉仕とは、社会にサービスすることですが、

ここで言う社会は society のことで、それは当時、利

害を分かち合う仲間の集まりと言う意味でした。つ

まり事業主にとってそれは、顧客や従業員などの職

業関係者のことだったのです。「4 つのテスト」の 

all concerned(みんな)の意味も、正しくは関係者全員

です。つまり、儲けようとしなくても、職業関係者

全員にサービスすれば、その結果として利益が生ま

れる、と言うのが職業奉仕の理念です。それを表す

のが、1910 年の「自分の仲間に最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」という標語です。翌年、この

標語から「自分の仲間に」という条件を外してもう

一つの標語と理念を揃えることにしました。もう一

つの標語は「Service, Not Self」であり、会員同士の

相互扶助を会員外へ拡大しようと言う意味でした。

つまり、2 つの標語の理念が「エゴイズムではなく

サービス」にそろえられたのです。 

しかしながら、エゴイズムを否定することは、生物

の存在自体を否定することになります。1,917 年頃、

Not を above に換えることによって、「エゴイズムで

はなく」を「エゴイズムよりも」と改めますが、2 つ

の標語の理念をそろえた事はかわりません。なぜなら、

その後の決議 23-34 において、ロータリーの哲学が

「Service Above Self（超我の奉仕）」の哲学であり、

これは「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」

という実践的な倫理原則に基づくものである、と示さ

れているからです。したがって「Service aboveSelf

（超我の奉仕）」は、エゴイズムよりもサービスとい

う理念であり、Self が我のことではなく、我欲やエ

ゴイズムのことだとわかります、 

つまり、ロータリーには、1907 年からの、我より

も他者という理念と、1911年からの我欲(エゴイズム)

よりもサービスという二つの理念があるのです。前者

は奉仕という理念（idea）で、後者はサービスの理念

（ideal)という理念だと考えられます。 

    国際ロータリー２５９０地区 

横浜港北ロータリークラブ 桑原 薫 

 

会長報告  小 林 正 樹 会長（６月 4 日）  

１．理事会報告 

 

幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（６月 4 日）  
 
１．地区より、インターアクトクラブ海外研修報告書が

届いております。（回覧） 
 
２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎中 RC 

6 月 23 日(火) 夜間例会  

期末全員ｸﾗﾌﾞ協議会 ﾎﾃﾙ精養軒 点鐘 17：30 

●川崎とどろき RC 

6 月 29 日(月) 加賀料理 杉の家 やまぐち 

 点鐘 18：00 

３．他クラブ会報の回覧  

 

４. 次週 6 月 11 日(木) は、定例早朝例会です。 

ホテル精養軒にて点鐘 7：30. 

  お間違えのないようご出席をお願い致します。 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １８名 ６名 ８５．７１％ 

前々回(5月 14日)欠席 9名 Make up 1名 ８３.３３％ 

 

 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『ロータリーに輝きを』 ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ 

ＲＩ会長 ゲイリーC.K.ホァン 第２５９０地区ガバナー 大野 清一 



入会卓話  髙木 謙太郎会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆さん今日は、高木謙太郎です、1982年 8月 31日生、 

32 歳です、皆さんのお子さんと同じ年という場合もあ

るかと存じます。誕生日は野菜の日(8 月 31日)という

事で覚えやすいので、覚えておいていただいてプレゼ

ントなどお待ちしております。 

 生まれは東京の渋谷で子供の頃はバブルの絶頂期、

生まれた時はお坊ちゃまでした。父は物心ついたころ

にはいなかったので覚えておりませんが、母親は渋谷

でクラブを経営しておりました。当時はバブルの絶頂

期、毎日札束が飛び交っており、子供の頃からおこず

かいには不自由しなかった記憶があります。 

 母が夜の商売をやっていたこともあって幼稚園や保

育園には行かなかった、毎日、母のお店に連れていか

れお店のお姉さんたちに面倒を見てもらい、可愛がら

れていまして、今考えると非常に羨ましい生活をして

いたんだと思います。幼稚園や保育園には行かなかっ

たこともあって集団生活が苦手で小学校に入学してか

らもなかなか学校になじめず不登校になり、小学校と

中学校を合わせても 100 日位しか学校に行かなかった

のではないかと思います。 

 母親と二人暮らしだったのですが、私が小学校の高

学年の頃、母親がクモ膜下が原因で亡くなってしまい

ました。小学校の高学年ではありましたが一人で暮ら

していけるはずもなく、施設であったり親戚であった

り、面倒を見てもらったのですが、小学校にもいかな

いくらいの悪ガキですのでどちらにも馴染めずにいた

のですが、その内に祖母と一緒に暮らすようになりま

した、寝たきりの祖母の面倒を見ながらアルバイトを

しながらの生活でした。 

 その後いろいろな職業を経験しました。最初は夜の

お店のアルバイトを 3－4年、いつかは独立しようと商

売を覚えることにして、夜のお店、普通の飲食店、和

食の板前、金融業などを経験する中で決算書も読める

ようになり、経営の基礎も覚え、お金の流れも分かる

ようになったので次は何をしようかという事で不動産

業界に入りました。 

 その後 2‐3の業界を経験し、最後はやはり不動産と

いう事で、現在は二子玉川で不動産業を生業としてお

ります。 
  

ニコニコ報告   戸 張 裕 康 親睦委員 

峯尾 重弘様(横浜日吉 RC) 

 本日はお世話になります。 

小林 敏伸様(川崎中 RC) 

 いつもお世話になります。 

 本日は中クラブ大型新人の宇田さんとメークアップ

に伺いました。宜しくお願いします。 

小 林 正 樹会長・髙 瀬 建 夫幹事  

 毎日暑いですね。暑さに慣れていないのか近頃すごく

疲れを感じます。昭和５７年生まれ３２歳の髙木謙太

郎君はこんなことないだろうな。 

一句 

「充電器 あったらいいな 人間用」 

山田 一之会員 

 先週の例会は小林会長、岩崎さん、いろいろお力添え

をいただき有難うございました、皆さんのお陰で無事

終わりました、公使の方からも宜しくとの事です。 

工藤 和弘会員 

 前回は入会を温かく迎えていただき有難うございま

した、これから頑張りますので宜しくお願い致します。 

SAA 一同 

 本日は久しぶりの入会卓話です、髙木謙太郎会員楽し

みにしていました。宜しくお願い致します。 

「みんなニコニコ」  

髙木さん頑張って！ 

会田 公雄 会員・市川 功一会員・仁上 喜久夫会員 

徳安 久是 会員・小泉 正博会員・髙木 謙太郎会員 

鈴木 次男 会員・山本 剛会員・原 秀元会員 

親睦委員会 戸張 裕康会員 

 個人的ですが、川崎北法人会青年部、部会長を先日終

える事が出来ました。ありがとうございました。 

今日は髙木さんの入会卓話です、宜しくお願いします。

小林様、宇田さま、峯尾さま、ようこそ 

 
 

<今月の歌> こいのぼり 
 
甍（いらか）の波と雲の波、 

重なる波の中空（なかぞら）を、 

橘（たちばな）かおる朝風に、 

高く泳ぐや、鯉のぼり。 
 
 
 

ニコニコボックス 本日 18,000 円 累計 748,000 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計 110,000 円 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://xn--u9jvcb7632cca129byu3c.net/wp-content/uploads/kako-4vmixxBVYK3xlFpG.png&imgrefurl=http://xn--u9jvcb7632cca129byu3c.net/%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E7%AB%AF%E5%8D%88%E3%81%AE%E7%AF%80%E5%8F%A5/%E3%81%93%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%AE%B8%E7%BD%AE%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%8A%98%E3%82%8A%E6%96%B9/&h=245&w=320&tbnid=_DEWZBWYcFGOnM:&zoom=1&docid=d3ovi7sQYqaARM&hl=ja&ei=Wh1sVYrmEuLAmQWOp4DwBQ&tbm=isch&ved=0CD8QMyg7MDs4yAE
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/nT2bFOp4Dxk/hqdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v%3DnT2bFOp4Dxk&h=360&w=480&tbnid=MYKMwKt9DwsYNM:&zoom=1&docid=Qla89TBKQsKNKM&hl=ja&ei=Yx1sVaPmNIXbmAWu44OYBQ&tbm=isch&ved=0CDcQMygzMDM4rAI

